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美術・工芸 富山市   

 

美術・工芸 富山市   

 

美術・工芸 富山市   

 

美術・工芸 富山市   

 

美術・工芸 富山市   

 

 

 

 

陶芸サークル 活動種目 陶芸 

活動回数・日時 月2回 （金）19：00～21：00 

主な活動場所（施設名） 文珠寺公民館 
活動範囲 

 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

南寿書道同好会 活動種目 書道 

活動回数・日時 週1回 （火）9：30～11：30 

主な活動場所（施設名） 富山市南老人福祉センター 
活動範囲 

富山市 

会費等 年32,000円 

問合せ先名称 富山市南老人福祉センター（南寿荘） 電話 076-425-1715 

てならい会 活動種目 書道 

活動回数・日時 月4回 （水）15：00～17：00 

主な活動場所（施設名） 速星公民館 
活動範囲 

速星公民館 

会費等 月1,000円、教材費1,000円 

問合せ先名称  電話  

朝日書道クラブ 活動種目 書道 

活動回数・日時 週1回 （火）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 婦中町朝日公民館 
活動範囲 

富山市婦中町朝日校下 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  

いけ花教室 活動種目 生け花 

活動回数・日時 月3回 第一第三第四（火）13：30～15：30 

主な活動場所（施設名） 太田公民館 
活動範囲 

太田地区内 

会費等 年2,000円（材料費のみ） 

問合せ先名称  電話  
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美術・工芸 富山市   

 

美術・工芸 富山市   

 

美術・工芸 富山市   

 

美術・工芸 富山市   

 

美術・工芸 富山市   

 

 

 

 

ひまわり 活動種目 生花 

活動回数・日時 月1回 第三（金）19：00～20：30 

主な活動場所（施設名） 水橋東部公民館 
活動範囲 

水橋東部地区 

会費等 月500円 

問合せ先名称  電話  

花遊々クラブ 活動種目 生花 

活動回数・日時 月1回 （水）10：00～11：00 

主な活動場所（施設名） 星井町地区センター 
活動範囲 

富山市内又は校下在住者 

会費等 月2,000円（材料費のみ） 

問合せ先名称  電話  

浜黒崎公民館 絵手紙教室 活動種目 絵手紙 

活動回数・日時 月1回 第一（水）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 富山市浜黒崎公民館 
活動範囲 

浜黒崎 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  

水橋東部公民館 絵手紙サークル 活動種目 絵手紙 

活動回数・日時 月2回 （水）13：30～15：30 

主な活動場所（施設名） 水橋東部公民館 
活動範囲 

富山市水橋地域 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  

奥田公民館 押花教室 活動種目 押花 

活動回数・日時 月1回 第一（火）13：30～17：00 

主な活動場所（施設名） 富山市立奥田公民館 
活動範囲 

 

会費等 月500円 

問合せ先名称  電話  
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美術・工芸 富山市   

 

美術・工芸 富山市   

 

美術・工芸 富山市   

 

美術・工芸 富山市   

 

美術・工芸 富山市   

 

 

 

 

写真を楽しむ会 活動種目 写真 

活動回数・日時 月1回 25日13：00～14：30 

主な活動場所（施設名） 福沢公民館 
活動範囲 

県内 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  

布あそび 活動種目 手芸 

活動回数・日時 週4～5回 （月）13：30～15：00 

主な活動場所（施設名） 大広田公民館 
活動範囲 

大広田校下 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  

和紙ちぎり絵サークル 活動種目 ちぎり絵 

活動回数・日時 月1回 2時間 

主な活動場所（施設名） 公民館、ケアハウス、コミュニティセンター等 
活動範囲 

富山市、射水市、氷見市 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  

ちぎり絵サークル 活動種目 ちぎり絵 

活動回数・日時 月1回 第四（金）13：30～15：30 

主な活動場所（施設名） 水橋東部公民館 
活動範囲 

富山地域 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  

和田華穂 ちぎり絵教室 活動種目 ちぎり絵 

活動回数・日時 月2回 第二第四（木）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 倉垣公民館 
活動範囲 

 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  
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美術・工芸 富山市   

 

美術・工芸 富山市   

 

美術・工芸 富山市   

 

美術・工芸 富山市   

 

美術・工芸 高岡市   

 

 

 

 

太田編み物教室 活動種目 手編み 

活動回数・日時 月2回 第一第三（水）13：30～15：30 

主な活動場所（施設名） 太田公民館 
活動範囲 

 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称 太田公民館 電話 076-492-0598 

ゆう楽焼 活動種目 陶芸 

活動回数・日時 月2回 第二第四（月）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 老人福祉センターやくし荘 
活動範囲 

富山市 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称 老人福祉センターやくし荘 電話 076-483-3262 

版画を楽しむ会（通称：きつつき会） 活動種目 版画 

活動回数・日時 月2回 （月）13：30～16：00 

主な活動場所（施設名） 柳町公民館 
活動範囲 

県内、富山市内 

会費等 入会金1,000円、月2,000円 

問合せ先名称  電話  

細川流盆石 竹茂舘 活動種目 盆石（砂絵） 

活動回数・日時 週１回（木）9：30～15：00 

主な活動場所（施設名） 講師宅 
活動範囲 

県内一円 

会費等 入会金4,000円、月7,000円 

問合せ先名称  電話  

墨友会 活動種目 水墨画 

活動回数・日時 月2回 （木）9：30～11：30 

主な活動場所（施設名） 福岡公民館 
活動範囲 

高岡市一円 

会費等 月3,000円 

問合せ先名称 福岡公民館 電話 0766-64-4851 
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美術・工芸 高岡市   

 

美術・工芸 高岡市   

 

美術・工芸 高岡市   

 

美術・工芸 高岡市   

 

美術・工芸 高岡市   

 

 

 

 

あけぼの会 活動種目 書道 

活動回数・日時 月1回 （月）15：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 福岡公民館 
活動範囲 

福岡町内 

会費等 手本 1枚50円 

問合せ先名称  電話  

実用書道 活動種目 書道 

活動回数・日時 週3回 （木）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 高岡市立博労公民館 
活動範囲 

高岡市一円 

会費等 月2,500円 

問合せ先名称  電話  

吉川華舟かな書道教室 活動種目 書道 

活動回数・日時 月3回 （木）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 横田公民館 
活動範囲 

高岡市一円 

会費等 月3,000円、本代等800円 

問合せ先名称 横田公民館 電話 0766-23-2038 

ひまわりの会 活動種目 絵手紙 

活動回数・日時 月2回 （金）14：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 博労公民館 
活動範囲 

県内一円 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

あけびの会 活動種目 絵手紙 

活動回数・日時 月2回 第一第三（月）13：30～15：30 

主な活動場所（施設名） 横田公民館 
活動範囲 

高岡市一円 

会費等 月2,500円 

問合せ先名称  電話  
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美術・工芸 高岡市   

 

美術・工芸 高岡市   

 

美術・工芸 高岡市   

 

美術・工芸 高岡市   

 

美術・工芸 高岡市   

 

 

 

 

折鶴、折り紙教室 活動種目 折り紙 

活動回数・日時 月1回 第三（土）9：30～11：30 

主な活動場所（施設名） 高岡市立山王公民館 
活動範囲 

高岡市一円 

会費等 年1,000円 

問合せ先名称 高岡市立山王公民館 電話 0766-64-2126 

ＮＰＯ法人茶道「清風の会」 活動種目 茶道・華道 

活動回数・日時 （火）（水）（木）（金）（土）14：00～21：00 

主な活動場所（施設名） ウイングウイング高岡他 
活動範囲 

高岡市、射水市、氷見市他 

会費等 年1,000円 

問合せ先名称  電話  

立野手芸クラブ 活動種目 手芸 

活動回数・日時 月2回 第一第三（金）13：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 立野公民館 
活動範囲 

立野地区 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  

古布小物教室 活動種目 手芸 

活動回数・日時 月1回 第三（水）9：30～11：30 

主な活動場所（施設名） 高岡市立山王公民館 
活動範囲 

高岡市内一円 

会費等 年1,000円 

問合せ先名称 高岡市立山王公民館 電話 0766-64-2126 

手芸サークル 活動種目 手芸 

活動回数・日時 週1回 （金）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 高岡市スポーツ健康センター 
活動範囲 

高岡市周辺地域一円 

会費等 材料費実費 

問合せ先名称  電話  
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美術・工芸 高岡市   

 

美術・工芸 高岡市   

 

美術・工芸 高岡市   

 

美術・工芸 高岡市   

 

美術・工芸 魚津市   

 

 

 

 

成美ちぎり絵サークル 活動種目 ちぎり絵 

活動回数・日時 月2回 第二第四（木）13：30～16：00 

主な活動場所（施設名） 成美公民館 
活動範囲 

成美校下 

会費等 入会金年500円、月2,000円 

問合せ先名称  電話  

和紙ちぎり絵教室 活動種目 ちぎり絵 

活動回数・日時 月2回 第二第四（木）13：00～15：00、（金）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 高岡市横田町公民館 
活動範囲 

高岡市内ほか 

会費等 月1,500円 

問合せ先名称  電話  

西陵会 活動種目 篆刻 

活動回数・日時 月3回 第一第二第三（木）14：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 高岡市横田公民館 
活動範囲 

高岡市内 

会費等 月4,000円 

問合せ先名称  電話  

伏木老人福祉センター 水引工芸教室 活動種目 水引 

活動回数・日時 月2回 第二第四（土）10：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 伏木老人福祉センター 
活動範囲 

伏木老人福祉センター 

会費等 月1,500円 

問合せ先名称 伏木老人福祉センター 電話 0766-44-6323 

魚津市老人クラブ水墨画教室 活動種目 水墨画 

活動回数・日時 月2回 第一第三（火）13：00～15：00 

主な活動場所（施設名） 魚津市本江公民館 
活動範囲 

魚津市内 

会費等 年1,500円 

問合せ先名称  電話  
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美術・工芸 魚津市   

 

美術・工芸 魚津市   

 

美術・工芸 魚津市   

 

美術・工芸 魚津市   

 

美術・工芸 魚津市   

 

 

 

 

ボワの会 活動種目 油彩画 

活動回数・日時 月1回 第三（木）15：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 県立みどりの高校 
活動範囲 

主に魚津市、黒部市 

会費等 年2,000円 

問合せ先名称  電話  

かづみ野遊彩会 活動種目 油彩画等 

活動回数・日時 不定期 

主な活動場所（施設名） 魚津 みどり野高校 
活動範囲 

魚津市内 

会費等 年2,000円 

問合せ先名称  電話  

書道教室 活動種目 書道 

活動回数・日時 月1回 第三（水）10：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 本江公民館 
活動範囲 

本江公民館 

会費等 月800円 

問合せ先名称  電話  

華道サークル すずらん会 活動種目 生け花 

活動回数・日時 月1回 第三（水）15：00～17：00、19：00～21：00 

主な活動場所（施設名） 本江公民館 
活動範囲 

魚津市一円 

会費等 月500円 

問合せ先名称  電話  

華道 桃の会 活動種目 生花 

活動回数・日時 月2回 第一第三（水）13：00～14：30 

主な活動場所（施設名） 魚津市本江公民館 
活動範囲 

魚津市内 

会費等 月3,000円 

問合せ先名称  電話  
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美術・工芸 氷見市   

 

美術・工芸 滑川市   

 

美術・工芸 滑川市   

 

美術・工芸 黒部市   

 

美術・工芸 黒部市   

 

 

 

 

かな書道 かささぎ会 活動種目 書道 

活動回数・日時 月2回 （土）14：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 速川公民館 
活動範囲 

速川地区内 

会費等 年40,000円 

問合せ先名称  電話  

滑川市くらしの窓 油絵教室 活動種目 油絵 

活動回数・日時 月３回 第一第二第三（水）19：00～21：00 

主な活動場所（施設名） 滑川市東地区公民館 
活動範囲 

 

会費等 月3,000円 

問合せ先名称 滑川中央公民館 電話 076-475-5492 

折りの会 活動種目 折り紙 

活動回数・日時 不定期 

主な活動場所（施設名） 滑川西地区公民館 
活動範囲 

滑川市内及び周辺地域 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  

紬の会（きものリフォーム教室） 活動種目 着物リフォーム 

活動回数・日時 週2回 （水）13：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 地内公民館 
活動範囲 

東布施地区内 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  

くろべ陶芸友の会 活動種目 陶芸 

活動回数・日時 週5回 （月）～（金）9：00～17：00 

主な活動場所（施設名） 黒部市三日市公民館 
活動範囲 

黒部市内他 

会費等 年15,000円 

問合せ先名称  電話  
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美術・工芸 黒部市   

 

美術・工芸 砺波市   

 

美術・工芸 砺波市   

 

美術・工芸 砺波市   

 

美術・工芸 小矢部市   

 

 

 

 

ナインパッチ 活動種目 パッチワーク 

活動回数・日時 月2回 第一第三（木）13：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 黒部市コミュニティセンター 生地公民館 
活動範囲 

生地公民館 

会費等 月3,500円 

問合せ先名称 黒部市コミュニティセンター 生地公民館 電話 0765-57-1011 

墨雅会 活動種目 墨彩画 

活動回数・日時 月2回 （水）9：00～11：30 

主な活動場所（施設名） 苗加苑 
活動範囲 

砺波市一円 

会費等 月3,000円 

問合せ先名称  電話  

さくら教室 活動種目 書道 

活動回数・日時 月2回 第二第四（土）14：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 庄東センター 
活動範囲 

限定しない 

会費等 月2,000円、手本代800円 

問合せ先名称  電話  

華クラブ 活動種目 華道 

活動回数・日時 月1回 第四（木）10：30～12：00 

主な活動場所（施設名） 砺波市福祉センター 麦秋苑 
活動範囲 

砺波市近隣 

会費等 月3,000円 

問合せ先名称 砺波市福祉センター 麦秋苑 電話 0763-33-2846 

絵手紙サークル やぶ椿 活動種目 絵手紙 

活動回数・日時 月1回 第二（火）9：30～11：30 

主な活動場所（施設名） 藪波公民館 
活動範囲 

小矢部市内一円 

会費等 年1000円、月700円 

問合せ先名称  電話  
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美術・工芸 小矢部市   

 

美術・工芸 南砺市   

 

美術・工芸 南砺市   

 

美術・工芸 南砺市   

 

美術・工芸 南砺市   

 

 

 

 

小矢部市生涯学習、洋裁セミナー 活動種目 洋裁、和裁 

活動回数・日時 月2回 第一第三（水）9：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 小矢部市総合会館 
活動範囲 

 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  

墨苗会 活動種目 墨彩画 

活動回数・日時 月2回 （水）13：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 苗加苑 
活動範囲 

砺波市、南砺市一円 

会費等 月3,500円 

問合せ先名称 苗加苑 電話 0763-32-7294 

すみの会 活動種目 書道 

活動回数・日時 月2回 （水）13：30～15：30 

主な活動場所（施設名） 苗加苑 
活動範囲 

福祉センター一円、砺波市

外 会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  

絵手紙サークル 野の花会 活動種目 絵手紙 

活動回数・日時 月2回 （水）13：30～15：30 

主な活動場所（施設名） 南砺市北部公民館 
活動範囲 

南砺市内 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称 南砺市北部公民館 電話 0763-22-6350 

高瀬菊友の会 活動種目 菊づくり 

活動回数・日時 月1回 随時 

主な活動場所（施設名） 南砺市高柳西公民館 
活動範囲 

南砺市内ほか 

会費等 年2,500円 

問合せ先名称  電話  
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美術・工芸 南砺市   

 

美術・工芸 射水市   

 

美術・工芸 射水市   

 

美術・工芸 射水市   

 

美術・工芸 射水市   

 

 

 

 

福野北部切り絵同好会 活動種目 切り絵 

活動回数・日時 月1回 第四（土）9：30～11：30 

主な活動場所（施設名） 南砺市福野北部公民館 
活動範囲 

南砺市他 

会費等 月500円、初回道具代約1,500円、用紙代 

問合せ先名称 南砺市福野北部公民館 電話 0763-22-6350 

下村書道教室 活動種目 書道 

活動回数・日時 月2回 第一第三（金）19：30～21：00 

主な活動場所（施設名） 下村コミュニティセンター 
活動範囲 

旧下村一円 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

大島コミュニティセンター 書道サークル 活動種目 書道 

活動回数・日時 月4回 （金）（土）9：15～11：15 

主な活動場所（施設名） 大島コミュニティセンター 
活動範囲 

富山・金沢 

会費等 月2,000円 

問合せ先名称  電話  

絵手紙サークルO-ＳＨＩＭＡ 活動種目 絵手紙 

活動回数・日時 月2回 第一第三（水）19：00～21：00 

主な活動場所（施設名） 大島コミュニティセンター 
活動範囲 

射水市とその近辺 

会費等 月1,500円 

問合せ先名称  電話  

海老江コミュニティセンター 絵手紙教室 活動種目 絵手紙 

活動回数・日時 月1回 第二（土）13：30～15：30 

主な活動場所（施設名） 海老江コミュニティセンター 
活動範囲 

海老江地区 

会費等 月750円 

問合せ先名称 海老江コミュニティセンター 電話 0766-86-0041 
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美術・工芸 射水市   

 

美術・工芸 射水市   

 

美術・工芸 射水市   

 

美術・工芸 射水市   

 

美術・工芸 射水市   

 

 

 

 

押花サークル 活動種目 押花 

活動回数・日時 月1回 第四13：00～17：00 

主な活動場所（施設名） 射水市七美コミュニティセンター 
活動範囲 

 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  

古布小物づくり 活動種目 小物・洋服づくり 

活動回数・日時 月2回 （月）13：30～16：30 

主な活動場所（施設名） 大江コミュニティセンター 
活動範囲 

射水市小杉地区 

会費等 都度集金 

問合せ先名称  電話  

三ケパッチワークサークル 活動種目 手芸 

活動回数・日時 月2回 第一第三（火）9：30～11：30 

主な活動場所（施設名） 三ケコミニティセンター 
活動範囲 

射水市内 

会費等 月1,500円 

問合せ先名称  電話  

和紙 ちぎり絵サークル 活動種目 ちぎり絵 

活動回数・日時 月2回 （木）10：00～12：00（土）14：00～15：00 

主な活動場所（施設名） 大島コミュニティセンター 
活動範囲 

射水市、富山市 

会費等 月1,000円 

問合せ先名称  電話  

ふれあい陶芸教室 活動種目 陶芸 

活動回数・日時 (月)(水)(木)9：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 小杉ふれあいセンター 
活動範囲 

射水市ほか 

会費等 一期（３ケ月）9,000円 

問合せ先名称  電話  



68 
 

美術・工芸 射水市   

 

美術・工芸 入善町   

 

美術・工芸 入善町   

 

美術・工芸 朝日町   

 

美術・工芸 朝日町   

 

 

 

 

海老江 古着リフォーム教室 活動種目 古着リフォーム 

活動回数・日時 月2回 第二第四（水）10：00～15：00 

主な活動場所（施設名） 海老江コミュニティセンター 
活動範囲 

射水市一円 

会費等 年1,000円 

問合せ先名称 海老江コミュニティセンター 電話 0766-86-0041 

入木会 活動種目 書道 

活動回数・日時 月2回 第二第四（金）13：30～16：00 

主な活動場所（施設名） 町民会館、うるおい館 
活動範囲 

町一円 

会費等 年6,000円 

問合せ先名称  電話  

入善町菊花会 活動種目 菊栽培 

活動回数・日時 不定期 

主な活動場所（施設名） 入善町中央公民館 
活動範囲 

入善町、朝日町、黒部市の

一部 会費等 年3,500円 

問合せ先名称  電話  

みんなで日曜画家 活動種目 油絵 

活動回数・日時 月2回 （月）14：00～16：00 

主な活動場所（施設名） 朝日町生涯学習館 
活動範囲 

 

会費等 年20,000円 

問合せ先名称  電話  

佐味墨游硯友書道会 活動種目 書道 

活動回数・日時 月2回 （木）13：30～15：30 

主な活動場所（施設名） とやま朝日町北鹿街道 五又路 
活動範囲 

朝日町一円 

会費等 なし 

問合せ先名称  電話  
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美術・工芸 朝日町   

 

美術・工芸 朝日町   

 

生活文化・趣味・教養 富山市   

 

生活文化・趣味・教養 富山市   

 

生活文化・趣味・教養 富山市   

 

 

 

 

四季彩（絵手紙サークル） 活動種目 絵手紙 

活動回数・日時 月1回 第二（木）9：00～12：00 

主な活動場所（施設名） 朝日町五差路周辺複合施設 
活動範囲 

朝日町一円 

会費等 月500円 

問合せ先名称  電話  

オアシス会 活動種目 フラワーアレンジメント 

活動回数・日時 月1回 第二（月）13：00～15：00 

主な活動場所（施設名） 五又路（朝日町複合施設） 
活動範囲 

朝日町内 

会費等 年500円 

問合せ先名称  電話  

囲碁愛好会 活動種目 囲碁 

活動回数・日時 週1回（月）13：00～17：00 

主な活動場所（施設名） 四方地区センター 
活動範囲 

富山市内 

会費等 なし 

問合せ先名称 四方地区センター 電話 076-435-0002 

宮川囲碁教室 活動種目 囲碁 

活動回数・日時 週1回 （土）18：00～22：00 

主な活動場所（施設名） 宮川コミニティセンター 
活動範囲 

宮川地区及び県内 

会費等 入会金1,000円、年1,000円 

問合せ先名称  電話  

奥田校下長寿会連合会囲碁部会 活動種目 囲碁 

活動回数・日時 週3回 （月）（水）（金）13：00～17：00 

主な活動場所（施設名） 富山市奥田公民館 
活動範囲 

富山市一円 

会費等 入会金2,000円、年3,000円 

問合せ先名称  電話  


